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東北文化学園
季報
本法人の広報誌を
国見の自然あふれる四季とともに
お届けします
友愛幼稚園の軒先で美味しく熟成された干し柿は
四季の味覚として園児がいただきます

第九コンサートを開催しました（教育支援センター長
ヴェートーベン交響曲第九番の本邦
初演からちょうど 100 周年、アニバー

山本和恵）

続しています。本年度は 879 名の方

見る思いでした。そして仙台フィル・

にご来場頂きました。

ハーモニー管弦楽団、マエストロ、ソ

サリーイヤーの演奏は 5 分以上も拍

本学の合唱団は４月に入学したばか

リストの一流音楽家と同じステージに

手と歓声が鳴りやまない感動的なコン

りの 1 年生が主力です。初めて出会

立ち観客的も一体となった本番の舞台

サートとなりました。

うドイツ語やクラッシックの楽譜と格

は、参加学生にとってかけがえのない

東日本大震災の 2011 年 12 月に震

闘しながら練習を重ね、終盤の被災各

感動的で貴重な経験になったと確信し

災の混乱が続く大船渡で「心の復興支

県の大学、社会人の合唱団との合同で

ています。この自信と心の成長をぜひ

援」を掲げた初演から 8 回目を迎え

は大いに刺激を受けて、目を見張るば

次の挑戦に生かしていってください。

ました。新たに仙台市の復興公営住宅

かりに飛躍的な上達をとげました。丁

学生達の前途の広大さを歓喜の歌で

にお住まいの方をご招待するなど、心

寧に指導していただいた合唱指導の音

の復興支援の意義を年々高めながら継

楽家の先生方の指導が開花する瞬間を

お祝いしたいと思います。
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報告

大学

文化学園祭・ダンスイベントＲＥＬＡＴＩＯＮＳ２０１８を開催しました！

10 月 20 日、21 日の２日間にわ

また、スペシャルゲストには音楽

ダンスパフォーマンスを披露する一

たり、
文化学園祭が行なわれました。

アーティスト「パンダライオン」や、

方、ゲストに「東京アフロビーツＳ

今年は、
「Sparkle ～輝け今この瞬間

お笑い芸人３組「カミナリ」、「アイ

Ｐ」を招いてのワークショップも行

を～」というテーマを掲げました。

デンティティ」、
「カカロニ」を迎え、

われ、会場を大いに湧かせました。

当日は快晴となった秋空の下、学
園祭実行委員による学内外の装飾や

多くの方に来場して頂きました。

文化学園祭のフィナーレでは、恒

文 化 学 園 祭 ２ 日 目 に は、 今 年

例となった秋田県大曲市の花火職人

豪華景品を用意したステージ企画、

で４年目となるダンスイベント

に、今年のテーマ「Sparkle」にふ

有志団体による屋台や展示などでイ

「RELATIONS」も開催され、高校生

さわしい花火を夜空いっぱいに打ち

ベントを盛り上げました。

と大学生の参加団体９チームが熱き

上げていただきました。

屋台・有志企画による個性的なＰＲタイム

ダンスサークルＦＩＶＥのショーケース

例年出店している「測るんです！（理学療法学専攻）」

学祭実行委員のみなさん

吹奏楽サークルによる
「Ａｕｔｕｍｎ

癒しのアロマ２０１８（生活福祉専攻）

毎年恒例の「お化け屋敷（作業療法学専攻）」

今年も大人気！！野球サークルのそばめし！！
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Ｃｏｎｃｅｒｔ」

学祭実行委員のみなさん、お疲れ様でした！！
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集合写真

報告

大学

パロリンピックを開催（地域連携センター）

知的障がいをお持ちの方とともに楽

しんでいただき、心身の健康づくりの

しむスポーツレクリエーション大会を

促進を図ることを目的に、2005 年に

11 月 3 日に開催しました。

始まりました。
14 回目となる今年度も、宮城県障
害者スポーツ協会と仙台市障害者ス
ポーツ協会からご後援をいただき、仙
台市内 6 施設から約 150 人、保健福
祉学科を中心とする学生ボランティア

本イベントを通じ、参加した学生は

及び教職員約 80 人が参加しました。

施設関係者と交流を深めるとともに、

競技は、ボーリングをアレンジした
このイベントの名称、
「パロリンピッ

【ゴーリング】と【ふうせんバレー】

ク」は「パラリンピック」にちなみ、

の 2 種目で行い、各競技で熱戦が繰

障がい者の方々に気軽にスポーツを楽

り広げられました。

大学

日頃の学びを実践し、コミュニケー
ション能力の向上を図る貴重な機会と
なりました。

ALS 当事者とのコミュニケーション体験会（医療福祉学部）

文化学園祭にて、日本 ALS 協会と

からの挨拶では、
「先の北海道地震で

めてお話した」等の感想をいただきま

医療福祉学部共催による「ALS 当事者

は停電に見舞われたが、機器を用いな

した。

とのコミュニケーション体験会」が行

いコミュニケーション方法で、意思疎

会場に足を運んでくださった方、主

われました。

通が問題なくできた」という印象的な

催者そして当事者の方々の全員でコ

話がありました。

ミュニケーションの難しさや楽しさ、

体験会は、ALS の方へのヘルパー経

大切さを共有できる場となりました。

験のある学生と卒業生から、あ・か・さ・
た・な法、透明文字盤そして口文字を
教わり、それを用いて当事者の方とコ
ミュニケーションを楽しみました。
来場した方からは「難しかったけれ
日本 ALS 協会コミュニケーション

ど、
読み取れたときは嬉しかった」「達

支援委員長の深瀬和文氏
（北海道在住）

成感を感じた」
「ALS 当事者の方と初
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報告
大学

東北文化学園フォーラム 2018「高次脳機能障害の理解と受容－脳梗塞、脳障害と向き合う－」を開催

10 月 13 日、東北文化学園フォーラ

ら現在までを通して、当事者として体

ム 2018「高次脳機能障害の理解と受

感したことを中心に講演いただきまし

容－脳梗塞、脳障害と向き合う－」を

た。２部では、対談の相手役として医

開催しました。

療福祉学部リハビリテーション学科作
業療法学専攻の香山明美教授、高橋
由美講師も登壇し、高次脳機能障害を
もつ方へのリハビリテーションの実際
と提言について、談話を行いました。

当日は、250 人を超える聴講者が来
訪し、文筆家 鈴木大介氏の講演を真
剣に聞いていました。
１部では、鈴木氏の脳梗塞の発症か

大学

講演者
鈴木大介（文筆家）
1973 年 千 葉 県 生 ま
れ。「 犯 罪 す る 側 の
論 理 」「 犯 罪 現 場 の
貧困問題」をテーマ
に、裏社会・触法少
年少女ら社会からこ
ぼれ落ちた人々の生
きる現場を中心とした取材活動を続ける取
材記者だった。記者時代の代表作は『最貧
困女子』（2015 年新書大賞５位受賞）第 14
回新潮ドキュメント賞候補。同年、脳梗塞
で倒れる。その顛末を記した闘病記『脳が
壊れた』（新潮新書）を 2016 年に出版。
さらにその後の回復状況と高次脳機能障害
への理解を求めた著書『脳は回復する－高
次脳機能障害からの脱出―』
（新潮新書）
『さ
れど愛しきお妻様』（講談社）を 2018 年に
出版した。

【活躍する学生】学友会会長特別賞表彰式 2018

10 月 20 日、 本 学 の 文 化 学 園 祭 の

む狭小住宅」において、日本全国の大

本人にお話を伺ったところ、１か月

オープニングで 2018 年度前期学友会

学生・大学院生、職業能力開発関係施

以上、土曜日や日曜日も先生にご指導

会長特別賞の表彰式が開催されまし

設学生等から 77 作品の応募が寄せら

いただきながら、作品制作に集中され

た。

れた中、見事に２等賞に輝きました！

ていたそうです。

この賞は、課外活動等の成績が特に

誠におめでとうございます。

顕著で、学友会の名誉を著しく高めた
と認められる在学生に対し、学友会会
長が表彰を行うものです。
この度、厳正な審査を行いました結
果、科学技術学部建築環境学科３年の
庄子夏姫さんの受賞が決定しました。

科学技術学部 建築環境学科３年 庄子夏姫さん

庄子さんは、一般社団法人実践教育
訓練研究協会が主催する設計コンテス
ト 第１回建築設計競技「３世代が住

大学

建築環境学科の教員と仲間たち

第 14 回ＴＢＧ高校生スピーチコンテスト

10 月 20 日に開催した高校生スピーチコンテスト。今回は、「今、伝えたいこと」をテーマに参加した高校生は熱弁を振いました。審査の結果、最優秀賞は「殻を破って」を発表した宮
城県築館高等学校１年の阿部夏季さん、優秀賞には「決断は人生を変える」を発表した聖和学園高等学校２年の大石彩空さんが選ばれました。
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報告

学長メッセージ

大学

10月28日、発達支援教室「ひろ

した。この日も青く晴れ渡った素晴ら

点になるまで空高く上がったバルーン

ば」の講演会で福岡教育大学の納富恵

しい青空に、無数のバルーンが一人一

は、東の海の方にどこまでも高く漂っ

子先生を本学にお招きしました。

人の夢と希望を乗せて放たれました。

て行きました。

構内の紅葉がきれいな赤に色づいて

青い空に色とりどりの風船が昇って

おり、真っ青に晴れ渡った空の向こう

行く様子は、心が洗われる程にきれい

に、きれいに太平洋が見えました。

でした。

納富先生が実践されている Universal

秋の読書週間の最中です。論文や書

Design for Learning(UDL)は傾聴に値

類には目を通すけれど、殆ど小説や随

する教育方法だと思います。

筆に触れることのない生活をしている

11月3日、文化の日。この日は本学

自分に気づきます。

の恒例の行事、パロリンピックが開

皆さん、読書は心の糧です。

催されました。障害を持った約150人

この秋にせめて一冊、本を手に取っ

の方が体育館に集合し、学生や教職員

て読んでみませんか。

とゴーリングやふうせんバレーを行い
ました。
終了後、バルーンリリースを行いま
大学

復興マラソンボランティアへの参加（地域連携センター）

東日本大震災からの復興を願って、

き医療福祉学部看護学科を中心とした

昨年から始まった東北・みやぎ復興マ

学生・教職員約 50 人が 10 月 14 日開

ソンには格好のコンディションとな

ラソン、今年は 10 月 13 日・14 日の

催のフル・マラソンの運営ボランティ

り、昨年以上のペースで進み、給水に

両日、昨年同様宮城県沿岸南部の宮城

アとして参加しました。

訪れるランナーも多く、学生達は充実

県立都市公園岩沼海浜緑地北ブロック

当日は曇天で気温も約 18 度とマラ

した時間を過ごすことが出来ました。

を会場に開催されました。

活動は美田園第 17 給水所で、走っ
てくるランナーにスポーツドリンクの
本学では当初よりその主旨に賛同・協

提供を行うと共に、走ってくるラン

力しており、今年度も昨年度に引き続

ナー達に精一杯の声援を送りました。

大学

カフェポレポレ開催について［総合政策学部

今後も被災地復興のため、様々な活動
に協力していきたいと思います。

秡川・立花・増井基礎ゼミナール］
カフェポレポレとは
学生が「気軽にくつろげるカ
フェ」の企画運営を行うプロジェ
クト。店舗内装は東北文化学園
専門学校、運営は学内コンビニ
経営者から助言を受ける。2017
年より期間限定で毎年開催。

学生たちは、高評価を得た昨年度以上の充実したサービスの提供を目指し開催しました。当初、コミュニケーション不足で活動の継続が危ぶまれる時もありましたが、2 年生のリーダー
シップの下、1 年生との協力体制を強化し、ハロウィーンをテーマに昨年を上回る利用者を迎えました。何よりも大きな成果は「集団が組織になった」と学生が実感できたことでした。
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専門学校の取り組み
専門

学園祭

東北文化学園専門学校同窓会は学園

を持つプロの芸人。地元宮城の方言と

「やはりプロは違いますね。30 分が

祭に、卒業生でタレントの伊藤政仁さ

なまりを交えたテンポのいい漫才が魅

あっという間でした！もう一度観たい

ん ( 平成 18 年度卒業 ) を招きました。

力です。

です」と早くも来年の招致を期待する

学生時代を知る笠間先生は「学生時
代の伊藤さんは一つ一つ丁寧に積み上
げていく真面目なタイプ。ソフトで楽

感想が寄せられました。
ニードルさんのますますの活躍を、
同窓会は一丸となって応援します！

しい人柄から人気者で、どんな人にも
丁寧に接する学生さんでした。その姿
勢が今も生きていると思います」と笑
顔で語りました。
舞台では、時事問題やホロリとくる
伊藤さんは、お笑いコンビ「ニード

ようなジョークを交え、30 分間のス

ル」のメンバーとして東北放送「ONE

テージを披露。会場は和やかな笑いの

SWITCH CAFÉ」等のレギュラー番組

渦に包みこまれました。

専門

教務委員会活動報告

第２回教職員研修会が 9 月 11 日に
開催されました。

とを目的として行われました。
東北大学大学院医学系研究科から精

青葉区保健福祉センター障害高齢課

神科医の冨本和歩先生、同じく臨床心

青葉区若い世代の健康づくり支援事業

理士の東海林渉先生をお迎えしまし

の一環として『青年期のメンタルヘル

た。

ス』に関する研修会となりました。

後期から始まる授業や学生対応に活
用していくことを確認しました。
また 11 月 21 日には、公開授業を
行いました。

お弁当作りのポイントなどを話し合
い、病院実習に持参する弁当作りにつ

医療秘書科１年生を対象に、
「トー
タルビューティー講座」の授業を永

ながる知識と技術を学生は学びまし
た。

沼和子先生が担当、「3：2：1 弁当法」
を用いた健康的な食事の内容とバラン
教職員が学生のメンタルヘルスに関
する学びを深め、対応の質を高めるこ

専門

スのとれた実習に向けたお弁当を作り
ました。

第 24 回みやぎ建築未来賞 2018 Ｗ受賞！！（インテリア科）

専門

臨床実習報告会（視能訓練士科）

宮城県建築士事務所協会が主催する設計コンペにおいて、インテリア科２年生が作品を出

３年生の代表の症例報告の発表の後、グループごとに２年生が抱いている臨床実習への疑

展、そのうち２作品が賞を受賞しました！

問・不安について 3 年生がアドバイスしていました。
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幼稚園のとりくみ
幼稚園

実りの秋～秋刀魚まつりと芋煮会～（友愛幼稚園 園長

大沼 百合子）

赤や黄色に色づいた葉を集め、園庭

たことは、先生にも嬉しい驚きでした。

で遊ぶ子ども達。季節の変化を肌で感

また、11 月 21 日は芋煮会をしまし

じながら元気に体を動かしています。

た。芋煮は、野菜や具材の下ごしらえ

友愛幼稚園では、11 月 6 日に「秋

を園児が行い、園庭でみんな一緒に食

刀魚まつり」を開催。仙台おさかな普

べました。外での芋煮のおいしさは格

及協会から、北海道釧路で水揚げされ

別で、鍋はあっという間に空っぽに！

た新鮮な秋刀魚 150 匹が提供されま
した。子ども達は「見せて！」
「すご

い！」など大興奮でした。
協会の方から秋刀魚の話を聞いたあ

子ども達は、心と身体で、“ 実りの秋 ”
を満喫しているようでした。

と、実際に触ったり匂いを嗅いだりし
て「秋刀魚の口は黄色いね」「ヒレが
ギザギザ！」「ツルツルしてる」と驚
いていました。その後、自分で網にの
せ、焼きたてを食べました。ほとんど
の園児が、魚を１人で丸々一匹を食べ

幼稚園

家庭教育セミナー【子育て講演会】
（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園 園長

10 月 26 日、本園を会場に家庭教育

当日は、20 代から 70 代までの幅広

セミナー【子育て講演会】が久慈市中

い年齢層の方々が参加され、眼のリハ

央市民センター主催、久慈幼稚園共催

ビリテーションの専門職である「視能

により開催されました。

訓練士」の説明に熱心に耳を傾けてい

講師に東北文化学園大学視覚機能学
専攻

小野峰子先生（視能訓練士）を

田髙 美恵子）

ました。
「視覚の発達」では、新生児、１歳、

迎え、
「視覚の発達と豆（ま眼）知識」

３歳、４・５歳頃の子どもの両眼での

のテーマでご講演いただきました。

視力や視覚の発達期間についてお話が
ありました。
また、「家庭で行う目のチェック方
法」では、実践を交えながら楽しくお
話いただきました。
目の異常に気づいたら、できるだけ

い機会となりました。
参加された皆さんも満足した様子で
お帰りになりました。
これからも久慈市や東北文化学園大
学と連携し、保護者や地域の方々から
の要望に応えていきたいと思います。

早めに対応すること、快適な見え方で
生活することがいかに重要かを知る良

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
2019 年
1/ 4 ［大学・専門］年末年始休暇 (12/29 ～ 1/4)
1/ 4 ［友愛］預かり保育再開
1/ 7 ［大学］一般選抜 ( 前期 )､ｾﾝﾀｰ試験利用入試 ( 前期 )
出願期間 ( ～ 1/24)
1/10 ［専門］後期授業再開
1/11 ［友愛］冬期休業､ 長期預かり保育終了
1/18 ［大学］休講 ( 大学入試ｾﾝﾀｰ試験準備 )
1/19 ［大学］休講 ( 大学入試ｾﾝﾀｰ試験 ～ 1/20)
1/21 ［専門］出願期間締切 ( 第 4 期 )

1/21
1/22
1/23
1/26
1/27
1/28
1/30

［久慈］始業の会
［久慈］親子教室
［友愛］誕生会
［専門］第 4 期入試
［専門］１日体験入学会
［専門］出願受付開始（第 5 期）
［大学］春季休業期間 ( ～ 3/28) 大学院入試 ( 一般
Ⅱ期 ･ 学内推薦Ⅱ期 ) 出願期間 ( ～ 2/5)
2/ 1 ［友愛・久慈］豆まき

2/ 5
2/ 6
2/13
2/15

［大学］立入制限 ( 入試準備 )
［大学］一般選抜試験 ( 前期 ) 試験日
［大学］大学院入試 ( 一般Ⅱ期 ) 試験日
［大学］一般選抜試験 ( 後期日程 )･ 大学入試ｾﾝﾀｰ
試験利用入試 ( 後期 )･ 編入学試験 ( 一般
編入Ⅱ期､ 社会人特別選抜編入Ⅱ期 )
出願期間 ( ～ 2/26)
2/16 ［専門］第 5 期入試
2/17 ［友愛］新入園児 1 日体験入学
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報告

飯舘村における村民と学生の交流会（看護学科・保健福祉学科）

「大きいことはいいことだ」から「小さいことはいいことだ」
に舵取りをし、「までいな暮らし」を誇る飯舘村の住民の方々
との交流会を実施しました（8 月 10 日）。

深い学びができました。
住民の参加者には看護学生が血圧・酸素飽和度を測定し、最
近の生活の様子等を聞いてコミュニケーションをとりました。

東北文化学園大学（学生・看護学科 14 人、保健福祉学科 9

また、折り紙講師を囲んで和紙小物作りに挑戦。講師のほめ上

人、教員 3 人 : 村田、村上、作山）、宮城学院女子大学（食品

手な指導に誘導され、笑いの輪によって住民と多学科間の交流

栄養学科学生 9 人、教員 1 人、音楽リエゾンセンター声楽家 1

ができました。

人）、協力講師 2 人による交流団は、最初に飯舘村唯一の特別

昼食は宮城学院食品栄養学科佐々木ゼミ生が作ったキーマカ

養護老人ホーム「いいだてホーム」を見学し、3・11 の緊急避

レー、ナン、焼きそば、フルーツポンチ等等。管理栄養士の佐々

難指示の状況、地域が置かれている現状と課題等を伺いました。

木ルリ子教授がゼミで作成した栄養パンフレットを紹介し、ソ

次いで、地域活性化センターにて保健福祉学科の 4、3、2

プラノ講師中澤氏と一緒に参加者全員で「ふるさと」他の歌を

年生は健康・福祉に関する健康教育の学修成果発表を行い、猛

歌い参加者が地域への愛着を確認し、飯舘村を後にしました。

暑の中でも快眠を送るための工夫等、学科を越えて楽しい興味

NEWS

学生食堂がリニューアル

学生の学習環境を改善するため、５号館地下１階の
学生食堂を改装し、2019 年 1 月 8 日にリニューアル
オープンを予定しています。
※画像はリニューアルした学生食堂のイメージです。

本誌に関するご意見・ご感想をお待ちしております。
また、記事掲載のご要望等あればご連絡ください。
■連絡先
学校法人東北文化学園大学 企画調整課 学園広報係
〒 981-8550 宮城県仙台市青葉区国見 6 丁目 45-1
TEL 022-233-3330（代表） FAX 022-233-9875
メール pr@office.tbgu.ac.jp
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学校法人東北文化学園大学
周年記念事業寄附金募集のご案内

本法人は周年記念を控え、
（1）学生に対する奨学金制度の拡充、
（2）学生及び園児の教育環境の整備（3）登録有形文化財・アレ
ン記念館保存工事を目的とした支援を賜りたく、是非寄付をお寄
せ願います。
詳細は本学 HP をご参照ください。

